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METASTATIC RENAL TUMOR
Takahide SuGiyAMA， H．ronori TsuJiHAsHi，

1

akeshi MATsuuRA，

Shigeo KANEKo， Kenjiro KoHRi， Takahiro AKiyAMA
and Takashi KuRiTA
From the Department af Urolog］， K・inki Uiziversity School ef Med・ic・ine
（Director： Prof． T． Kurita， M．D．）

Metastases of malignant tumor to the kidney are observed rather frequently at autopsy，
but rarely found in living patients． Two cases of metastatic renal tumor were found at our
clinic． One was a 35−year−old male with esophageal tumor． Five months after on operation

for the esophageal tumor， he had asymptomatic macroscopic hematuria and had urological
examinations at our clinic． X−ray and ultrasonographic examinations suggested a metastatic

tu皿or in the lcft kidney． Left nephrectomy was performed． Pathohistological examination
revealed a metastatic esophageal tumor in the kidney． Five months after the nephrectomy，

．right lumbago and macroscopic hematuria appeared． Metastatic right renal tumor was
diagnosed with X−r

≠?and ultrasonographic examination． Chemotherapy was conducted， but

he died three months later．
The othe； case was a 69−year−old male with left lung cancer （squamous cell carcinoma）

who had left partial pneumorectomy． ln the second year after th

e operation， he developed

asymptornatic hematuria． After X−ray exarninations and 67G−citrate scanning， a metastasis to

the right kidney was diagnosed． No special treatment for the metastasis was given to the
．patient becagse of his failing condition． He died four months iater． MetastaticrenaJ tumors
present．．a． Nv

orse．progno．sis than primary renai cancer． This seems to be because the former

progresses rapidly after its discovery． When a patient wi

th a previous history of malignant

tumors ip．any organ develops hemqturia or lumbago， detailed examinations of the kidney
should be performed．
Kye words

： Metastasis， Renal tumor． Esophageal tumor， Lung cancer

は じ め に

で，若干の文献的考察をおこない報告する．
症

他臓器の悪性腫瘍が，2次的に腎に転移する例は，

剖検では比較的高率にみられるが，生存中に診断され

例

症例1

ることはきわめて少ない．われわれは，食：道癌の両側

患者135歳 男性 ID

性腎転移症例および肺癌の左腎転移症例を経験したの

主訴：無症候性血尿

014−4−OI2−5
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家族歴：特記すべき事項なし

（Fig．5）．血管造影；右貸下極への血管が伸展され腎

既往歴：1981年2月18日食道癌，肺結核の診断で当

内側に，無血管野がみられた（Fig．6）． C T；腎下

院外科にて食道全摘術，左肺上葉切除術を施行された．

現病歴：1981年7月2日突然の無症候性血尿が出現

し，当科を紹介された．IVPにて左腎孟の変形，ま

部にenhanceされない占処性病変がみられた（Fig・
7）．

経過：以上の結果右転汗性腎腫瘍と診断したが，

た，膀胱鏡検査にて左尿管口からの出血を認め，左腎

Virchow転移も認めたため，ペプレオマイシンの投

腫瘍を疑い精査目的で入院した．

与を再開した．しかし，全身状態は徐々に悪化し1982

入院時二三：栄養は中等度，右頸部，左胸部，腹部

年3月ll日癌性悪液質に肺炎を併発して死亡した．

に手術搬痕をみとめる．頸部リンパ節は触知せず．左

剖検所見＝二二，肝，二三，左副腎，肺門リンパ節，

門は触知せず．右腎の下極を触知し表面は平滑，弾性

左鎖骨上リンパ節，腹大動脈周囲リンパ節に食道癌転

は硬であった．その他の異常所見は認めなかった．

移をみとめた．また，二二の大部分は黄白色の腫瘍で

入院時検査成績：血圧110／80mmHg，脈拍85／分

骨，血沈1時間25 mm，2時間96 mm
血液一般検査：RBC 453×104 mm3， WBC 9，100／

mm3 C Hb l3．99／dl， Ht 40．8％，白血球分画は正常．
血液化学＝Na 143 mEq／1， K 4．O mEqμ， Cl 103

占められていた（Fig．8）．病理組織学的には，角化を

ともなった扁平上皮癌が認められ右腎も食道癌の転移
性腎腫瘍と診断した（Fig．9）．

症例2
患者：69歳 男性 ID OI7−9−554−2

mEq／1， P 4．O mg／dl， GOT 181U．， GPT 81U．

主訴＝無症候性血尿

ALP 1131u．，総蛋白6．99／dl，総ビリルビン。．5 mg／

家族歴：特記すべき事項なし

dl， LDH 137 U．，血糖67 mg／dl，コレステロール

既往歴；1979年尿路結石自然鉱石，1980年9月左肺

154mg／dl， BUN g mg／dl，クレアチ＝ン0．9 mg／dl，

癌（扁平上皮癌）にて左肺部分切除術施行．1982年1

尿酸7．l rng／dl．

月右前胸部に皮膚転移にて切除

尿所見1外観は黄色透明，pH 6，蛋白（一），糖（一），
沈渣RBC 2−4／F， WBC 1−3／F，上皮（十），細菌培養
ps， cepacia lo4／ml，結核菌（一），細胞診Pap．且．

膀胱鏡所見＝左尿管口より出血を認める．膀胱粘膜
は異常なし．

レ線検査所見1胸部レ線；腫瘍陰影は認めない．

現病歴：1982年5月頃より，無症候性血尿出現し血
尿が持続するために当科に紹介された．

現症：体格中等度，左胸部に手術嶽痕を認める．左
右腎は触知せず．その他の異常所見は認めなかった．

来院時検査成績：血液一般検査；RBC 471×104／

mm3 C WBC 4，800／mm3， Hb 13．9g／dl， Ht 40．9 905，

IVP；左腎孟腎杯の圧排変形をみとめ占拠性病変の存

白血球分画は正常，

在が疑われる．右腎は正常であった（Fig．1）．血管

血液化学；Na I45 mEq／1， K5．1mEq／1， Cl IO4

造影；左腎中央部の血管の圧排，弓状伸展がみられた

mEq／1， BuN 22 mg／dl，クレアチニン1．1 mg／dl，尿

が，造影剤のpoolingはみとめなかった（Fig．2）．

酸6．6 mg／dl，総蛋白8．5 g／d1， GOT 381U．， GPT

CT；左腎下極を中心に内部の不均一なlow density

46 IU．， LDH 348 U， ALP 972 U，酸性フォスファ

massを認めた．超音波検査；左腎内に数個の実質性

ターゼ2．6K−AU．

腫瘤像を認める（Fig．3）．

尿所見；pH 6．5，蛋白（十），糖（一），沈渣R．BC無

手術および経過＝原発性あるいは転移性の腎腫瘍と

数，WBC多数，細菌培養（一），尿細胞診Pap． II

診断し，同年7月20日左腎摘出術およびリンパ節郭清

結核菌（一）．

術を施行した．摘出標本は下肥部に淡黄色の腫瘍を認

膀胱鏡所見；左尿管口から出血を認める．膀胱粘膜は

め，当外への直接浸潤はみられなかった．病理組織学

異常なし．前立腺の肥大は認めない．

的には角化傾向を示す扁平上皮癌と診断され，食道癌

レ線学的検査＝DIP；左回孟の不整欠損を認める

の左下転移と結論した（Fig． 4）．また，腎門部リンパ

（Fig，10）．超音波検査；左腎に内部エコーの不均一

節にも転移が証明された．術後ペプレオマイシン60

な実質性病変を認める．

mgによる化学療法を施行後1981年9月9日退院した．

CT；左下全体に占拠性病変を認める．

以後順調に経過したが，1981年12月4日左腰背部痛，

67Ga−Citratescan；左腎への異常集積を認める（Fig．

血尿のため再入院した．

11）．他に，右四，肝，腰椎への多数の異常集積を認め

再入院時レ線検査所見＝IVP；入院時，前回正常で

た．以上の所見より肺癌の左腎転移と診断した．しか

あった隅一孟の圧排像を認め，右腎転移が疑われた

し，全身状態の悪化のため，とくに治療はおこなわず，
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構旧劇凝［
Fig． 1．

Fig． 2．

入院時IVP：右腎は正常左腎に腎
孟の変形を認める

蕊胴蝋謡講

左腎動脈造影＝圧排による血管の偏
位，弓状伸展を認める
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Fig． 3．

左腎超音波検査：左腎内に数個の
実質性腫瘤像を認める

Fig． 4．

右：食道癌の病理組織像
左1左腎腫瘍の病理組織像（H．E．，×100）
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再入院時のIVP：幽幽孟の陰影欠損と
中腎杯の拡張を認める

Fig．6．右腎動脈造影：右腎下灘内側に
hypovascular areaを認める

導
・・

ノ・毒

Fig． 7．

CT＝右腎門部にenhanceされな
い大きな占拠性病変を認める

Fig． 8．

剖検時右腎摘出標本：腎実質の大部
分は腫瘍で占められている
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Fig． 9．

右腎の組織像1角化をともなった扁平上皮癌細胞を認
める（H．E．，×100）

義歯 謬
華

R

糞麟・

、ヅ1蕪黛

』懲．

L

Fig． l i． Ga−citratescan：左腎への異常集

Fig。 lo． DIP左腎孟の不整欠損を認める

1982年工1月19日死亡した．剖検は施行できなかった．

考

察

われわれの教室では，開院以来8年間に経験した腎
実質腫瘍は，44例でそのうち転移性腎腫瘍は2例であ
った．

剖検例中に認められる悪性腫瘍の腎転移はWagle

積を認める

性腫瘍が，転移性腎癌の原発巣となりうる．剖検にお
いてわれわれはよく悪性腫瘍の腎転移症例を経験する．

しかし，転移性腎腫瘍が臨床例として生存中に発見さ
れることはきわめてまれで，自験例を含めて検索しえ
た報告例は，本邦および外国で41例であった．

これら41例についてまとめると，男性34例女性7例

で男女比は約511と男性に多い．年齢は17〜81歳で

ら（1975）1）によれば剖検数：4，413例中81例（1．8％）で

平均年齢は51歳であった．原発巣は肺23例2一

ある．これら81例の原発巣のおもなものは，肺癌16例，

道3例9・1。），甲状腺3例11｝13），睾：丸2例5・14），骨2例

乳癌10例，胃癌9例，対側腎癌7例，食道癌7例，甲

5・15）

状腺癌2例であった．このように，あらゆる臓器の悪

頭正9），筋肉3），卵巣3），乳腺20）とそれぞれ1例であっ

8），食

Cその他胸腺16），肝17），子宮17），：耳下腺18），喉
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た．剖検例と比較すると，臨床例では胃癌はまったく

察をおこなった．

なく，乳癌例の割も減っているのに対し，肺癌の割合
が多くなってきている．臨床41例の主訴は，血尿21例，

側腹三一背部痛15例，腫瘤5例であった．自験2例の

本論文の要旨は第99回日本泌尿器科学会関西地方会におい
て発表した．

主訴はともに血尿で，症例1では，左腎転移時に腰背
文

部痛も出現した．臨床症状は，原発性腎腫瘍とほとん
ど変りなく，特徴的な症状はないようである．転移腎
の左右差に関しては，右側22例，左側14例，両側5例
と右側に多かった．自験症例1のように両側性転移は
少ない．
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